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(57)【要約】
【課題】複数の円筒形ターゲット材からなる長尺の円筒
形スパッタリングターゲットを用いてスパッタ成膜した
場合においても、成膜工程の製造歩留まりの高い円筒形
スパッタリングターゲットを提供する。
【解決手段】円筒形基材と複数の円筒形ターゲット材と
を接合材を用いて接合してなる多分割の円筒形スパッタ
リングターゲットにおいて、隣り合う円筒形ターゲット
材が間隔を有して配置されている分割部を有し、かつ分
割部において隣り合う円筒形ターゲット材の外周面の段
差が０．５ｍｍ以下であることを特徴とする。このよう
なターゲットは、円筒形基材を基準として円筒形ターゲ
ット材を配置する際に、円筒形ターゲット材の外周面を
基準にして円筒形ターゲット材を固定して製造すること
により得られる。
【選択図】図１



(2) JP 2010-100930 A 2010.5.6

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
円筒形基材と複数の円筒形ターゲット材とを接合材を用いて接合してなる多分割の円筒形
スパッタリングターゲットにおいて、隣り合う円筒形ターゲット材が間隔を有して配置さ
れている分割部を有し、かつ分割部において隣り合う円筒形ターゲット材の外周面の段差
が０．５ｍｍ以下であることを特徴とする、円筒形スパッタリングターゲット。
【請求項２】
分割部の間隔の分布が±０．１ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１記載の円筒形ス
パッタリングターゲット。
【請求項３】
分割部において隣り合う円筒形ターゲット材の外周面のエッジ部を面取りすることを特徴
とする請求項１又は２に記載の円筒形スパッタリングターゲット。
【請求項４】
円筒形基材の長さが１０００ｍｍ以上であることを特徴とする請求項１～３いずれかに記
載の円筒形スパッタリングターゲット。
【請求項５】
円筒形基材と複数の円筒形ターゲット材とを接合材を用いて接合し、円筒形スパッタリン
グターゲットを製造する方法において、円筒形基材を基準として円筒形ターゲット材を配
置する際に、円筒形ターゲット材の外周面を基準にして円筒形ターゲット材を固定するこ
とを特徴とする円筒形スパッタリングターゲットの製造方法。
【請求項６】
円筒形基材の少なくとも一方の端部の外周面および／又は内周面を円筒形基材の基準面と
して用いることを特徴とする請求項５記載の円筒形スパッタリングターゲットの製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はマグネトロン回転カソードスパッタリング装置に用いられる円筒形スパッタリ
ングターゲット及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フラットパネルディスプレイや太陽電池で使用されるガラス基板は大型化され、
この大型化された基板上に薄膜を形成するために、長さ３ｍを超える円筒形ターゲットが
必要となっている。このような長尺の円筒形スパッタリングターゲットは通常、長尺の円
筒形基材上に円筒形ターゲット材が固定されてなるものであり、円筒形基材としては、一
般に金属のシームレス管が使用される。長尺の円筒形基材の全面を研削加工することはコ
ストがかかるため経済的ではなく、また加工精度にも問題がある。したがって、円筒形基
材の両端の部分のみがスパッタ装置に装着するために研削加工され、円筒形ターゲット材
が固定される部分はシームレス管の素管のままであるため、真円ではなく、うねりや反り
などが存在する。
【０００３】
　また、長尺の円筒形スパッタリングターゲットでは、小型の円筒形ターゲット材を１０
個以上積み重ねて構成することもあり、積み重ねによるズレが、円筒形ターゲット材の外
周面に段差を発生させる原因となる。さらに、複数の円筒形ターゲット材からなる多分割
の円筒形スパッタリングターゲットは、スパッタ中のプラズマにより円筒形ターゲット材
が熱膨張し、ターゲット同士が衝突して割れるのを防ぐために、隣り合う円筒形ターゲッ
ト材が間隔を有して配置されている分割部が必要である。特に、このような分割部におい
て、隣り合う円筒形ターゲット材の外周面で段差が発生し易い。
【０００４】
　複数枚のターゲット部材を単一のバッキングプレートに配した平板型のターゲットにお
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いて、段差を生じないようにする方法として、スパッタリング面の高さが高いターゲット
部材の分割部側のスパッタリング面を、低い方のスパッタリング面に至る斜面とする方法
（例えば特許文献１）が知られている。しかしながら、この方法はターゲット材に研削加
工を施す必要があるため、ターゲット材のロスが大きいという問題があった。
【０００５】
　また、円筒形ターゲット材と円筒形基材の中心を合わせる方法として、円筒形基材と円
筒形ターゲット材との間隔よりも若干肉薄のスペーサーを用いて、円筒形基材の外周面と
ターゲット材の内周面で中心を合わせる方法（例えば特許文献２，３参照）が知られてい
る。しかしながら、この方法では、長尺の円筒形基材を用いた場合、円筒形ターゲット材
が円筒形基材に挿入できなくなったり、円筒形基材の形状により円筒形ターゲット材の位
置が制約され、隣り合う円筒形ターゲット材の外周面に段差が生じたりすることがあった
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２０４４６８号公報
【特許文献２】特開平０８－０６０３５１号公報
【特許文献３】特開２００５－２８１８６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、複数の円筒形ターゲット材からなる長尺の円筒形スパッタリングター
ゲットを用いてスパッタ成膜した場合においても、成膜工程の製造歩留まりの高い円筒形
スパッタリングターゲットを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を行った結果、複数の円筒形ターゲ
ット材からなる円筒形スパッタリングターゲットにおいて、隣り合う円筒形ターゲット材
同士の外周面の段差を抑制することで、スパッタ成膜時の異常放電とパーティクルの発生
を抑制できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００９】
　即ち、本発明は、円筒形基材と複数の円筒形ターゲット材とを接合材を用いて接合して
なる多分割の円筒形スパッタリングターゲットにおいて、隣り合う円筒形ターゲット材が
間隔を有して配置されている分割部を有し、かつ分割部において隣り合う円筒形ターゲッ
ト材の外周面の段差が０．５ｍｍ以下であることを特徴とする、円筒形スパッタリングタ
ーゲットである。
【００１０】
　また本発明は、円筒形基材と複数の円筒形ターゲット材とを接合材を用いて接合し、円
筒形スパッタリングターゲットを製造する方法において、円筒形基材を基準として円筒形
ターゲット材を配置する際に、円筒形ターゲット材の外周面を基準にして円筒形ターゲッ
ト材を固定することを特徴とする円筒形スパッタリングターゲットの製造方法である。以
下、本発明を詳細に説明する。
【００１１】
　本発明の円筒形スパッタリングターゲットに用いられる円筒形ターゲット材としては、
一般にスパッタリングで用いられる種々の材質が使用可能であり、例えば、Ｉｎ、Ｓｎ、
Ｚｎ、Ａｌ、Ｎｂ、Ｔｉ等の金属、若しくはこれらの金属を含んでなる合金、又はこれら
の金属等の一種以上の酸化物や窒化物等が挙げられる。酸化物では、例えば、ＩＴＯ（Ｉ
ｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＡＺＯ（Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄ
ｅ）、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＳｎＯ２、Ｉｎ２Ｏ３、Ａｌ２

Ｏ３、ＴｉＯ２、ＺｎＯ等が挙げられ、これらのような脆いセラミックス材料では、特に
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本発明の効果が得られる。
【００１２】
　本発明の円筒形スパッタリングターゲットに用いられる円筒形基材としては、種々の材
質が使用可能であり、ターゲットを使用してスパッタリングする際に、円筒形基材と円筒
形ターゲット材とを接合する接合材が劣化・溶融しないよう十分な冷却を行うことができ
るような熱伝導性を有し、スパッタリング時にターゲット材から放電可能となるような電
気伝導性を有し、さらにターゲットを支える事が可能な強度等を備えているものであれば
良い。このような材質としては、例えば、Ｃｕ、Ｔｉ、Ａｌ、Ｍｏ、それらの金属を含む
合金、ＳＵＳ等が挙げられる。
【００１３】
　又、円筒形基材の長さとしては特に制限はないが、本発明によれば１０００ｍｍ以上の
長さを有する円筒形基材を用いた円筒形スパッタリングターゲットであっても、歩留まり
よく成膜を行うことができる。
【００１４】
　本発明の円筒形スパッタリングターゲットに用いられる接合材としては、ターゲットを
使用してスパッタリングする際に、接合材が劣化・溶融しないよう十分な冷却を行うこと
ができるような熱伝導性を有し、スパッタリング時にターゲット材から放電可能となるよ
うな電気伝導性を有し、更にターゲットを支える事が可能な強度等を備えている材質であ
ればよく、例えば、半田材や導電性樹脂が挙げられる。
【００１５】
　半田材としては、一般に半田材として使用されるものであれば使用可能である。好まし
くは、低融点半田であり、例えば、Ｉｎ、Ｉｎ合金、Ｓｎ、Ｓｎ合金等が挙げられる。よ
り好ましくはＩｎ又はＩｎ合金半田である。Ｉｎ又はＩｎ合金半田は平板型のターゲット
での実績も豊富であり、また、展延性に富むため、スパッタ中に加熱されるターゲット材
と冷却されている基材との熱膨張等の歪みを緩和する効果もある。
【００１６】
　導電性樹脂としては、例えば、エポキシ、アクリル、ポリエステル、ウレタン、フェノ
ール等の熱硬化型樹脂に、フィラーとして、Ａｇ、Ｃ、Ｃｕ等の導電性物質を混合したも
のが挙げられる。
【００１７】
　本発明の円筒形スパッタリングターゲットは、円筒形基材に複数の円筒形ターゲット材
を接合してなり、隣り合う円筒形ターゲット材が間隔を有して配置されている分割部を有
し、その分割部において隣り合う円筒形ターゲット材の外周面の段差が０．５ｍｍ以下で
ある。この段差は好ましくは０．３ｍｍ以下、さらに好ましくは０．２ｍｍ以下である。
大きな段差が存在する円筒形スパッタリングターゲットを用いてスパッタを行った場合、
突き出た側の円筒形ターゲット材のエッジに電界が集中するため、異常放電が発生しター
ゲット材のエッジが砕けパーティクルが生じやすくなる。特に、円筒形スパッタリングタ
ーゲットにおいて大きな段差が存在すると、円筒形という構造のため、段差の反対側にも
凹凸が逆になった段差が存在することとなる。従って、そのようなターゲットを回転させ
ると、１回転あたり２回の大きな段差が現れることとなる。円筒形ターゲットは回転しな
がらスパッタリングされるため、この大きな段差による電界の乱れがターゲット１回転あ
たり２回発生し、この電界の乱れが異常放電の原因になると考えられている。なお円筒形
ターゲットは、スパッタリング時には３～１５秒程度で１回転するため、３～１５秒程度
に２回もの電界の乱れが発生し、異常放電の原因になると考えられる。さらに、円筒形ス
パッタリングターゲットは、平板型スパッタリングターゲットに比べ大きなパワーを投入
するため、分割部でのターゲット材の段差の影響が極めて大きい。
【００１８】
　尚、本発明において、分割部において隣り合う円筒形ターゲット材の外周面の段差とは
、図３の矢印が示す「ずれ」の部分であり、その円筒形スパッタリングターゲットの中で
最大の値をいう。即ち、本発明においては、全ての分割部において、そのずれが０．５ｍ
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ｍ以下であることを意味する。
【００１９】
　本発明の円筒形スパッタリングターゲットは、隣り合う円筒形ターゲット材が間隔を有
して配置されている分割部を有していることにより、スパッタリング中のプラズマによる
円筒形ターゲット材の熱膨張により、ターゲット材同士が衝突して割れるのを防止するこ
とが可能となる。しかしながら、分割部の間隔に分布があると、円筒形ターゲット材の位
置ズレを生じさせ、円筒形ターゲット材の外周面に段差を発生させる原因となる。したが
って、分割部の間隔の分布は±０．１ｍｍ以下であることが好ましく、より好ましくは±
０．０５ｍｍ以下である。尚、本発明の分割部の間隔の分布とは、分割部において周方向
に均等に８ヶ所以上の間隔を測定したときの平均値に対する最大値と最小値の差であり、
複数の分割部が存在する場合はその中で最大の値をいう。
【００２０】
　この分割部の間隔は０ではなく、円筒形ターゲット材の長さと熱膨張率から適宜最適な
値を設計できるが、間隔が狭い場合、スパッタリング中のプラズマによる円筒形ターゲッ
ト材の熱膨張によりターゲット材同士が衝突し割れる恐れがあるので、隣り合うターゲッ
ト材が最も近接している部分の間隔が０．１ｍｍ以上であることが好ましい。また、分割
部の間隔が大きい場合は、接合材がスパッタされる恐れがあるため、分割部の間隔は使用
するスパッタガスの平均自由行程とターゲットの使用効率を考慮して、分割部の接合材が
スパッタされない値に決めることが好ましい。前述のように分割部の間隔の平均値を求め
た場合、いずれの分割部においてもその平均値が０．５ｍｍ以下であることが実用上好ま
しく、０．４ｍｍ以下であることがさらに好ましい。
【００２１】
　本発明に用いる円筒形ターゲット材は、隣り合う円筒形ターゲット材の外周面のエッジ
部を面取りすることが好ましい。こうすることで、スパッタリングを行った場合、円筒形
ターゲット材のエッジに電界が集中するのを防ぐことができ、異常放電の発生を抑制する
ことが可能である。面取りの大きさとしては、膜厚分布への影響から２ｍｍ以下であるこ
とが好ましく、さらに好ましくは１ｍｍ以下である。面取りの形状は、スパッタ成膜時の
電界の集中を緩和できれば特に制限はなく、Ｃ面、Ｒ面あるいは階段状であっても良い。
【００２２】
　本発明の円筒形スパッタリングターゲットの製造方法の一例としては、円筒形基材と複
数の円筒形ターゲット材との間隙に接合材を充填し接合する方法を例示することができる
。接合材を充填するためには、まず円筒形基材を基準として円筒形ターゲット材を配置す
る、例えば、予め円筒形基材の外側に複数の円筒形ターゲット材を積み重ねて配置する。
その後、円筒形基材と円筒形ターゲット材との間隙の下部を封止し、接合材を充填するた
めの空間を形成する。そして、円筒形ターゲット材の外周面を基準に円筒形基材との位置
合わせを行う。このような円筒形スパッタリングターゲットの組立ては冶具を用いて行う
ことが望ましい。この際に用いる治具の材質は半田充填の際の加熱に耐えうる材質であれ
ば特に制限はされない。例えばアルミニウム、ジェラルミン等の金属を挙げることができ
る。
【００２３】
　より具体的には、図１のように、円筒形基材１を基材押え６ａに設けてある凹部にはめ
込むことによって配置し、シリコンのＯリングを介して封止治具４により固定した。円筒
形基材の両端部は、スパッタ装置への装着のため、Ｏリングなどを用いた真空シール部と
なり、その外周面および／又は内周面は精度良く研削加工されているため、この部分を位
置決めの基準面とすることが好ましい。また、封止治具４の下に任意の大きさのブロック
８を置くことで、円筒形基材１の端面から任意の距離をおいて円筒形ターゲット材２を配
置することができる。
【００２４】
　そして、円筒形基材１の外周面にある封止治具４の上に円筒形ターゲット材２を積み重
ねて配置し、接合材を充填する空間３を形成する。このとき、円筒形ターゲット材２が円
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筒形基材１と同心円状となることが好ましい。接合材を充填する空間３の密閉性を保つた
め、複数の円筒形ターゲット材２の間や円筒形ターゲット材２と封止治具４の間、封止治
具４と円筒形基材１の間、円筒形ターゲット材２と基材押え６ｂの間は、シール材５で封
止する。接合材が低融点半田や導電性樹脂などの場合、加熱処理が行われるため、シール
材５は耐熱性のパッキンやＯリングを使用する必要があり、その場合テフロン（登録商標
）やシリコンなどの材料が使用可能である。特に、複数の円筒形ターゲット材２の間にシ
ール材５を挿入することで、分割部に所定の間隔を形成し、その分布を極めて小さくする
ことができる。このとき挿入するシール材５の厚みは、所望する間隔の設計値に見合った
所定の厚みのものを使用する。
【００２５】
　その後、最上部のターゲット材２の上にシール材５を介して基材押え６ｂを載せて、上
下の基材押え６ａ、６ｂを連結軸９により連結した。そして、円筒形ターゲット材２はそ
の外周面を基準として、例えばその外周面を揃えて分割部でのずれを極力抑えるようにし
て、スプリング（図示せず）とネジ（図示せず）を有したターゲット押え７で固定し、タ
ーゲット押え７は連結軸９に結合させて固定する。ターゲット押え７は、基材押え６ａ、
６ｂに対して任意の位置に調整可能とし、図示しているように、接合すべきターゲット材
の外周面を１本の棒状体で押さえる構造でも良く、又、ターゲット材の分割部を含むその
周辺部分のみのターゲット材外周面を押さえる構造であっても良い。ターゲット押え７は
、基材押え６ａ、６ｂに対して円筒形ターゲット材２の位置決めを行うため、最低でも２
本が必要であり、好ましくは３本、より好ましくは、図２のように４本又はそれ以上の偶
数本でお互いに向かい合う位置に均等に配置する。このようにすることで、円筒形ターゲ
ット材の外周面の段差を確実に抑えることが可能となる。
【００２６】
　上記の手順で組立てが終了したら、ターゲット押え７がターゲット材同士を押さえてい
ない箇所で、０．５ｍｍを超える段差ができていないことを確認する。
【００２７】
　接合材として半田材を用いる場合、例えば、図１のように組立てた円筒形スパッタリン
グターゲット全体を半田の融点以上の温度に加熱し、溶融状態の半田を基材押え６ｂの上
部から空間３に流し込み充填する。充填終了後、半田を冷却固化することで、円筒形基材
１と円筒形ターゲット材２を接合する。このとき温度が高すぎると半田が酸化され接着強
度が低下する恐れがあるため、加熱温度としては半田の融点～半田の融点＋１００℃の範
囲内であることが好ましく、より好ましくは半田の融点＋５０℃の範囲内である。なお、
Ｉｎ半田の融点は１５６℃である。また、接合材が導電性樹脂の場合、図１のように組立
てた円筒形スパッタリングターゲットの空間３に導電性樹脂を充填し、樹脂の硬化条件に
合わせて加熱などの硬化処理を行い、円筒形ターゲット材２と円筒形基材１を接合する。
【００２８】
　また、円筒形基材１および円筒形ターゲット材２の接合面には、接合材の濡れ性を向上
させ、接合材が充填しやすくするために、予めそれらの接合面をぬらす処理を施すことが
好ましい。この処理としては、接合材の濡れ性を改善させるものであれば良く、ＵＶ照射
、Ｎｉのメッキ、若しくは蒸着、又は超音波半田鏝による下地処理などを挙げることが出
来る。
【００２９】
　以上のように、円筒形基材１と円筒形ターゲット材２を接合後、治具や余分な接合材な
どを取り除くことにより所望の円筒形スパッタリングターゲットが得られる。このとき、
接合材を付着させたくない部分や取り除く治具などに、予めマスキングを施すことで容易
に取り除き作業を行うことが可能である。また、隣り合う円筒形ターゲット材２の間のシ
ール材５は、円筒形基材１と円筒形ターゲット材２を接合後、加熱することにより、円筒
形基材１と円筒形ターゲット材２の熱膨張差を利用して、容易に取り除くことができる。
【発明の効果】
【００３０】
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　本発明によれば、複数の円筒形ターゲット材からなる長尺の円筒形スパッタリングター
ゲットを用いてスパッタ成膜した場合においても、異常放電とパーティクルの発生を抑制
し、成膜工程の製造歩留まりを高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明における円筒形スパッタリングターゲットの組立て状態の一例を示す長さ
方向の断面図である。
【図２】本発明における円筒形スパッタリングターゲットの組立て状態の一例を示す径方
向の断面図である。
【図３】本発明における円筒形スパッタリングターゲットの外周面の段差を説明する概略
図である。
【図４】比較例における円筒形スパッタリングターゲットの組立て状態の一例を示す径方
向の断面図である。
【図５】比較例における円筒形スパッタリングターゲットの組立て状態の一例を示す長さ
方向の断面図である。
【実施例】
【００３２】
　以下、本発明を、実施例をもって詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。なお、分割部における間隔の分布および間隔の平均値は、前述のようにして８
ヶ所の間隔を測定して求めたものである。
【００３３】
　（実施例１）
　ＩＴＯ円筒形ターゲット材（外径：１５０ｍｍφ、内径：１３３ｍｍφ、長さ：２６０
ｍｍ）を１２個用意し、円筒形ターゲット材の接合面以外を耐熱性テープでマスキングし
、接合面に超音波半田鏝にてＩｎ半田を下塗した。一方、ＳＵＳ製円筒形基材（外径：１
３０ｍｍφ、内径：１２０ｍｍφ、長さ３２００ｍｍ）を１個用意し、接合面以外の面を
接合材が付着するのを防止するために耐熱性テープでマスキングし、接合面に超音波半田
鏝にてＩｎ半田を下塗した。
【００３４】
　次に、前記処理を施した円筒形基材１と円筒形ターゲット材２、さらにジュラルミン製
の封止治具４、基材押え６ａ、６ｂ、ターゲット押え７、ブロック８を図１のように、但
し円筒形ターゲット材を１２個用いて組立てた。最初に、円筒形基材１を基材押え６ａの
上に配置し、シリコンのＯリングを介して封止治具４により固定した。１２個の円筒形タ
ーゲット材２とシール材５を円筒形基材１に順次嵌め込み積み重ねた後、円筒形ターゲッ
ト材２の上にシール材５を介して基材押え６ｂを載せて、上下の基材押え６ａ、６ｂを連
結軸９で連結して、円筒形ターゲット材２を固定した。次に、図２のように、４本のター
ゲット押え７を用いて、円筒形ターゲット材２の位置合わせと固定を行った。このときシ
ール材５として、隣り合う円筒形ターゲット材２の間と円筒形ターゲット材２と封止治具
４の間には環状のテフロン（登録商標）シートを用い、円筒形基材１と封止治具４の間は
シリコンのＯリングを用いた。
【００３５】
　次に、組立てた円筒形スパッタリングターゲットの全体を１８０℃まで加熱し、上側か
ら溶融Ｉｎ半田（融点１５６℃）を空間３に流し込んだ。Ｉｎ半田の流し込み終了後１２
０℃まで冷却し、Ｉｎ半田が完全に固化したことを確認後、再度１３０℃に加熱して隣り
合う円筒形ターゲット材２の間のテフロン（登録商標）シートを切断して取り除き、間隔
を有する分割部を形成させた。その後、室温まで冷却し、治具やマスキングを取り除いて
ＩＴＯ円筒形スパッタリングターゲットを製造した。
【００３６】
　得られた円筒形スパッタリングターゲットの分割部における外周面の段差は０．２ｍｍ
で、分割部の間隔の分布は±０．０５ｍｍであった。また各分割部における間隔の平均値
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は０．２９～０．３６ｍｍであった。
【００３７】
　（比較例１）
　実施例１と同様に円筒形基材１と円筒形ターゲット材２を準備し、図４に示すように、
円筒形基材１の外周面上に、スペーサー１０として８本の銅ワイヤー（０．７ｍｍφ）を
等間隔に配置した。次に、図５の組立図になるように、但し円筒形ターゲット材２を１２
個用いて、円筒形ターゲット材２を円筒形基材１に嵌め込み挿入して行ったが、円筒形タ
ーゲット材２が途中で動かなくなり、円筒形スパッタリングターゲットとして組立てられ
なかった。
【００３８】
　（比較例２）
　比較例１のスペーサー１０である銅ワイヤーの径を０．６ｍｍφとした以外は比較例１
と同様の方法で図５のように、但し円筒形ターゲット材を１２個用いて、円筒形スパッタ
リングターゲットを組立てた。その後、実施例１と同様に、Ｉｎ半田で円筒形基材１と円
筒形ターゲット材２を接合し、円筒形ターゲット材を製造した。得られた円筒形スパッタ
リングターゲットの分割部における外周面の段差は、０．８ｍｍで、分割部の間隔の分布
は±０．１３ｍｍであった。また各分割部における間隔の平均値は０．３０～０．３９ｍ
ｍであった。
【００３９】
　（実施例２）
　ＩＴＯ円筒形ターゲット材（外径：９３．０ｍｍφ、内径：７８．５ｍｍφ、長さ：１
７５ｍｍ）を２個用意し、円筒形ターゲット材の接合面以外を耐熱性テープでマスキング
し、接合面に超音波半田鏝にてＩｎ半田を下塗した。一方、ＳＵＳ製円筒形基材（外径：
７５．５ｍｍφ、内径：７０ｍｍφ、長さ４９０ｍｍ）を１個用意し、接合面以外の面を
接合材が付着するのを防止するために耐熱性テープでマスキングし、接合面に超音波半田
鏝にてＩｎ半田を下塗した後、実施例１と同様の方法にて、但し円筒形ターゲット材を２
個用いて、表１に示す分割部を有するターゲットＩを製造した。又、実施例１と同様の方
法にて、但し円筒形ターゲット材を２個用いて、表１に示す分割部を有するターゲットＩ
Ｉ～ＩＶを製造した。
【００４０】
　（比較例３）
　銅ワイヤーを使用しなかった以外は比較例２と同様な方法で、但し、ＩＴＯ円筒形ター
ゲット材（外径：９３．０ｍｍφ、内径：７８．５ｍｍφ、長さ：１７５ｍｍ）２個と、
ＳＵＳ製円筒形基材（外径：７５．５ｍｍφ、内径：７０ｍｍφ、長さ４９０ｍｍ）１個
を用いて、表１に示す分割部を有するターゲットＶ～ＶＩＩを製造した。
【００４１】
　（成膜評価）
　こうして作製された円筒形スパッタリングターゲットを以下のスパッタリング条件で２
０ｋＷｈスパッタリングを行い、異常放電（アーク）の発生回数を測定した。アークの発
生回数の測定は、マイクロアークモニター（ランドマークテクノロジ社製）を用いて、放
電電圧の降下時間を基準に、小アーク（２μｓｅｃ以上２０μｓｅｃ未満）と大アーク（
２０μｓｅｃ以上）に分けて、以下の測定条件で行った。得られた放電結果を表１に示す
。
【００４２】
　スパッタ条件
　　ＤＣ電力　　　　　：１５Ｗ／ｃｍ２（マグネット面積に対して）
　　ターゲット回転数　：６ｒｐｍ
　　スパッタガス　　　：Ａｒ＋Ｏ２

　　ガス圧　　　　　　：０．５Ｐａ
　アーク測定条件
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　　検出電圧　　　　　：３００Ｖ
　　小アーク　　　　　：２μｓｅｃ以上２０μｓｅｃ未満
　　大アーク　　　　　：２０μｓｅｃ以上
【００４３】
【表１】

　ターゲットＩ～ＩＶとＶ～ＶＩＩの比較から、分割部における外周面の段差を０．５ｍ
ｍ以下とすることで大アークの発生を抑制することが可能であり、またターゲットＩＩＩ
とＩＶの比較から、ターゲットの外周面のエッジの面取り加工をすることで小アークの発
生を抑制することが可能であることが分かる。また、放電後の分割部をマイクロスコープ
で観察したところ、ターゲットＶ～ＶＩＩは突き出た側の円筒形ターゲット材のエッジが
砕けていた。
【００４４】
　なお、異常放電（アーク）が発生すると、成膜速度が低下し生産性が低下する。その中
でも特に電圧降下時間の長い大アークは、放出されるエネルギーが大きいため、ターゲッ
ト材や薄膜にダメージを与える原因となり、パーティクルの発生や薄膜の膜質劣化の原因
ともなり、結果として成膜工程の製造歩留まりを低下させることとなる。本発明によれば
、このような大アークの発生を抑制することができる。
【符号の説明】
【００４５】
　１　円筒形基材
　２　円筒形ターゲット材
　３　空間
　４　封止治具
　５　シール材
　６ａ、６ｂ　基材押え
　７　ターゲット押え
　８　ブロック
　９　連結軸
　１０　スペーサー
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